
０５０３７ ３月７日 雨 不良 （２２中山２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ ア ヌ エ ヌ エ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４５４＋ ８１：１２．０ １５．２�

７１４ シルクファルシオン 牡３栗 ５６ 北村 宏司有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：１２．５３ ３．５�
６１１ マーシュハリアー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ５１４－ ２１：１２．７１� １．９�
８１６ メイフィールド 牝３鹿 ５４ 石橋 脩千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－ ２１：１２．９１� １１．９�
８１５ ハ ー ト エ コ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝栗山 良子氏 松山 将樹 日高 新井 昭二 ４５２＋ ２１：１３．０� ５０．１�
４８ テイエムタイフーン 牡３芦 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 新ひだか 松本牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ １２３．０�

７１３ ボーンスプレマシー �３黒鹿５６ 小林 淳一�佐藤牧場 佐藤 吉勝 浦河 津島 優治 ４８２－ ８１：１３．２１� ２８７．４	
（法６３４）

１２ シャイニーロイヤル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４９０＋ ８１：１３．３� １０８．４

２３ ウインドジャズ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４８６－ ２１：１３．４クビ ６．６�
６１２ ポイントアフター 牝３鹿 ５４ 吉田 豊小池 繁徳氏 谷原 義明 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ８１：１３．６１� ７２．４�
３５ グラスピュア 牝３黒鹿５４ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４９４－ ４１：１３．７� ６４．３
３６ ベルモントフーガ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ベルモントファーム 池上 昌弘 新冠 ベルモント

ファーム ４４８± ０１：１４．２３ ３５．２�
４７ ヒカルナンタケット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�橋 京子氏 小笠 倫弘 登別 青藍牧場 ４１４＋１４１：１４．３� ５３．９�
１１ セトウチニッチェ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一高橋 勉氏 松永 康利 平取 びらとり牧場 B４５６－ ４１：１４．７２� ８４．５�
２４ ガラスノカーテン 牝３鹿 ５４ 江田 照男栗嶋 豊明氏 境 征勝 新ひだか 坂本 智広 ４６６－１０１：１５．７６ １３９．２�
５１０ マコトイシス 牝３栗 ５４ 大庭 和弥眞壁 明氏 鈴木 勝美 様似 出口 繁夫 ４１８－ ４１：１６．０２ １５２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３６６，３００円 複勝： ３２，４１２，８００円 枠連： １８，０４２，７００円

普通馬連： ５６，８２５，６００円 馬単： ４６，０４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５４１，９００円

３連複： ７４，４６５，７００円 ３連単： １２２，１９３，１００円 計： ３９２，８９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－７） ３，０４０円

普通馬連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ７，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ５００円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ２２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １９３６６３ 的中 � １００４８（５番人気）
複勝票数 計 ３２４１２８ 的中 � １９６０５（５番人気）� ４６７０５（２番人気）� １３９３８６（１番人気）
枠連票数 計 １８０４２７ 的中 （５－７） ４３８６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５６８２５６ 的中 �� １４１８７（９番人気）
馬単票数 計 ４６０４５５ 的中 �� ４６９８（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５４１９ 的中 �� ５６１１（９番人気）�� １０５５５（５番人気）�� ３８４６３（１番人気）
３連複票数 計 ７４４６５７ 的中 ��� ３９５８６（３番人気）
３連単票数 計１２２１９３１ 的中 ��� ４０２８（５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．３―１２．４―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．９―４６．３―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．１
３ ・（５，１１）（８，１２）（９，１５）（７，１６）－（３，１４）－１３，４，２－６，１０－１ ４ ・（５，１１）１５（８，９）（１２，１６）７（３，１４）１３－２－４－６，１，１０

勝馬の
紹 介

ア ヌ エ ヌ エ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１ 東京８着

２００７．５．３１生 牝３青鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クロールアップ号



０５０３８ ３月７日 雨 不良 （２２中山２）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ ローゼウィーク 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４５６＋ ２１：５６．６ ９．６�

３５ マイネルナロッサ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－ ４１：５６．７� ４７．７�

７１４ カルトマリーヌ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３０－ ４１：５６．９１� ６．３�

５９ ミ ア コ ル サ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４４６－ ２１：５７．１１� １９８．９�
２４ パラダイスモデル 牝３黒鹿５４ 松岡 正海佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２－ ８ 〃 ハナ １０．６�
８１６ アロマセラピスト 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真�下河辺牧場 小島 茂之 日高 下河辺牧場 ４０４＋ ６ 〃 ハナ １１４．６	
３６ セイカミカワ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８４－１２１：５７．３１� ４．０

６１１ デルマアウレリア 牝３栗 ５４ 池添 謙一浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４２６－ ４１：５７．５１� １７．３�
６１２ シャインセレブ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４０８± ０１：５７．７１� ３７．３�
４７ サクラサンダー 牝３栗 ５４ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 日高 マリオステー

ブル ４５２＋ ４１：５８．０１� ５．４
２３ コスモアルメリア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 成隆牧場 ４２４± ０１：５８．１クビ ２２．０�
５１０ インピッシュハート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７２－１２１：５８．８４ ３８．５�
７１３ ヘリコプターマネー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�グリーンテック中野 栄治 安平 �橋本牧場 ４４６＋ １１：５８．９� ３９２．２�
１１ ハッピーメッセージ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 山際 智 ４７０－ ４ 〃 ハナ １２３．４�
１２ プレミアムカフェ 牝３栗 ５４ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
４８ トモノスイング 牝３青 ５４ 吉田 豊アーネストクラブ 平井 雄二 新ひだか 高橋 修 ４１６＋ ４ 〃 アタマ ２２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９１６，７００円 複勝： ３０，８０２，８００円 枠連： １８，２４２，７００円

普通馬連： ６５，８５３，０００円 馬単： ４１，８７９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３１４，３００円

３連複： ７８，３８７，２００円 ３連単： １１２，８３９，１００円 計： ３９０，２３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３１０円 � １，０８０円 � ２３０円 枠 連（３－８） １，５４０円

普通馬連 �� ２０，８８０円 馬 単 �� ３５，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３７０円 �� ７６０円 �� ３，９４０円

３ 連 複 ��� ３１，１４０円 ３ 連 単 ��� ２８９，１６０円

票 数

単勝票数 計 １７９１６７ 的中 � １４８３２（５番人気）
複勝票数 計 ３０８０２８ 的中 � ２６５９６（５番人気）� ６２６１（１１番人気）� ４１４３３（４番人気）
枠連票数 計 １８２４２７ 的中 （３－８） ８７５４（８番人気）
普通馬連票数 計 ６５８５３０ 的中 �� ２３２８（４５番人気）
馬単票数 計 ４１８７９８ 的中 �� ８５９（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３１４３ 的中 �� １０７９（４７番人気）�� ８３３５（８番人気）�� １４７９（４２番人気）
３連複票数 計 ７８３８７２ 的中 ��� １８５８（９２番人気）
３連単票数 計１１２８３９１ 的中 ��� ２８８（７０２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１３．０―１３．６―１３．０―１３．１―１３．１―１２．７―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．４―５１．０―１：０４．０―１：１７．１―１：３０．２―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．５
１
３
２（４，７，１０）１４（５，１５）（３，１２）（６，１６）－１３，１１，９，８，１・（２，４，７，１０）（５，１４，１５）（３，６，１２）（９，１６）（１３，１１）８，１

２
４
２（４，７）１０（５，１４）１５（３，１２）（６，１６）－１３，１１，９，８－１・（２，４，７，１０）（５，１４，１５）（９，３，６，１２）１６，１１，１３－８，１

勝馬の
紹 介

ローゼウィーク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１２．１９ 中山６着

２００７．５．１４生 牝３黒鹿 母 プリンセスローゼ 母母 マルブツローヤル ４戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 カルトマリーヌ号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２２年３月１３日から平成２２年

３月１４日まで騎乗停止。（７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 トーセンドルチェ号



０５０３９ ３月７日 雨 不良 （２２中山２）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ アブラハムダービー 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５４４＋１０１：５５．０ ５．１�

４８ ウエスタンブラボー 牡３青鹿５６ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ３．７�
６１２ リキサンヒーロー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６６＋ ６ 〃 ハナ １１．７�
５９ キョウエイナゲット 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 ４３８－ ４１：５５．３１� ８７．１�
３６ トーアボンジョルノ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９８± ０１：５５．５１� ７．７�
８１５ ドラゴンアルテマ 牡３青 ５６ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ８１：５５．７１� ２１．９	
２３ メジロビューレン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４４４± ０１：５５．８クビ １１．３

７１３ リバーダンス 牡３栗 ５６ 内田 博幸�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４７８－ ２１：５６．１２ ４０．２�
５１０ ラナイダンス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 安平 ノーザンファーム ４０８－ ４１：５６．４２ ７６．８�
２４ ゼロチョウサン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４０－ ４１：５６．９３ ３２．２
３５ マイネルヴンダー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ５２０－ ２１：５７．１１� ３．３�
８１６ イツクシマジュピタ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一植田 忠司氏 畠山 吉宏 新冠 渕瀬フアーム ４７８－ ４１：５７．３１ ４６．９�
１１ スーパーベア 牡３青 ５６ 北村 宏司藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ６２．１�
４７ シンボリボルドー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５４－ ６１：５８．０４ ２３４．０�
６１１ ニシノプレミアム 牡３黒鹿５６ 池添 謙一西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 B４８８± ０ 〃 クビ ８１．５�
７１４ ディアドクター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �静内白井牧場 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４７８－ ２２：０３．０大差 ２０４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１１，６００円 複勝： ３１，９３９，３００円 枠連： ２１，１０８，６００円

普通馬連： ６６，９１７，０００円 馬単： ４３，５４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４１１，２００円

３連複： ７４，６３６，６００円 ３連単： １１２，０１３，６００円 計： ３９６，９８４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（１－４） １，０９０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ８４０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １４，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２２４１１６ 的中 � ３４７６６（３番人気）
複勝票数 計 ３１９３９３ 的中 � ４３２４１（３番人気）� ６５５７２（１番人気）� ３０１０９（５番人気）
枠連票数 計 ２１１０８６ 的中 （１－４） １４３５４（５番人気）
普通馬連票数 計 ６６９１７０ 的中 �� ４５９１７（３番人気）
馬単票数 計 ４３５４７０ 的中 �� １５５０１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４１１２ 的中 �� １３４７７（３番人気）�� ６９２７（９番人気）�� ８４３６（７番人気）
３連複票数 計 ７４６３６６ 的中 ��� １６９９９（７番人気）
３連単票数 計１１２０１３６ 的中 ��� ５７２３（２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．１―１３．４―１２．８―１２．７―１２．６―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．６―５１．０―１：０３．８―１：１６．５―１：２９．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
１
３
２，３，１２（１，１６）９（８，１０，１３）（４，５，１１）－１４，６－１５－７・（２，３）１２，１６（１，９，５）（８，１０，１３，１１）－（４，６）－１５＝（１４，７）

２
４

・（２，３）（１，１２）（９，１６）８（１０，１３）（４，１１）５（６，１４）－１５－７・（２，３）１２－（９，１６）（１，８，５）（１０，１３）（６，１１）４，１５＝７＝１４
勝馬の
紹 介

アブラハムダービー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００９．７．１９ 新潟２着

２００７．３．１５生 牡３黒鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアドクター号は，平成２２年４月７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ゴートゥザミラノ号



０５０４０ ３月７日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２２中山２）第４日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

７９ トーセンジョーカー 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４６０＋ ４３：４０．０ ３．１�

８１１ ニューヨーカー 牡５青鹿６０ 佐久間寛志 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８０＋１８３：４１．９大差 ５１．４�
４４ ブルーベレッタ 牡８鹿 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B５０６＋ ４３：４２．１１� １２．２�
６７ マイネルネオス 牡７鹿 ６０ 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ ７．２�
７８ � セ レ ス ケ イ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３６－１０３：４２．３１� ２．６	
５５ � エヒテンヴィーゼ 牡７鹿 ６０ 金子 光希真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６２＋２０３：４３．７９ ７４．６

３３ プライドイズハート 牡６鹿 ６０ 横山 義行水谷 精吾氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１０＋ ４３：４４．２３ ２１．３�
１１ ファストソニック 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 ５２２± ０３：４５．８１０ ４３．３�
８１０ ニューパワー �４栗 ５９ 江田 勇亮井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４７６＋ ２３：４６．２２� １０．７
２２ ワイズタイクーン 牡８鹿 ６０ 柴田 未崎井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５２６＋３６３：４７．８１０ １５１．７�
６６ メジロラスタバン 牡６黒鹿６０ 穂苅 寿彦�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４６０－ ２ （競走中止） ７．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，７００，２００円 複勝： １８，１６６，６００円 枠連： ２０，２０６，３００円

普通馬連： ４９，１２２，３００円 馬単： ３９，８５７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２４４，５００円

３連複： ６０，２５３，２００円 ３連単： １２３，３４９，３００円 計： ３４５，９００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ８１０円 � ３２０円 枠 連（７－８） ８２０円

普通馬連 �� ８，１３０円 馬 単 �� １１，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ８５０円 �� ５，０８０円

３ 連 複 ��� ２８，６２０円 ３ 連 単 ��� １７８，８５０円

票 数

単勝票数 計 １６７００２ 的中 � ４２５９３（２番人気）
複勝票数 計 １８１６６６ 的中 � ４４３０３（２番人気）� ４４２７（８番人気）� １３３６１（６番人気）
枠連票数 計 ２０２０６３ 的中 （７－８） １８３２１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４９１２２３ 的中 �� ４４６３（２４番人気）
馬単票数 計 ３９８５７９ 的中 �� ２５７２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２４４５ 的中 �� ２８１７（１７番人気）�� ５５４１（９番人気）�� ８５２（３６番人気）
３連複票数 計 ６０２５３２ 的中 ��� １５５４（６３番人気）
３連単票数 計１２３３４９３ 的中 ��� ５０９（３２６番人気）

上り １マイル １：５１．４ ４F ５４．４－３F ４１．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 	→�→�→�」
�
�
４（９，８）－（１，３）－６，１１－７－１０，２＝５・（４，９）－８－１１－３＝７－５，１＝１０－２

�
�
・（４，９，８）３（１，１１，６）－７－（１０，２）－５
９－４－８，１１＝３，７－５－１＝１０－２

勝馬の
紹 介

トーセンジョーカー �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００５．１２．２５ 中山７着

２００３．３．２９生 牡７栗 母 クラッシーマダム 母母 Soho Sunday 障害：６戦２勝 賞金 ２８，１４６，０００円
〔騎手変更〕 ニューヨーカー号の騎手高野和馬は，第３日第４競走での落馬負傷のため佐久間寛志に変更。
〔競走中止〕 メジロラスタバン号は，２周目４号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０５０４１ ３月７日 雨 重 （２２中山２）第４日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６１０� ノーザンリバイブ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ４９６ ―２：２１．４ ４７．８�

７１２� コスモメドウ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun
Farms ４５６± ０２：２１．５� ３．３�

３５ パリエノミチ 牡３栗 ５６ 内田 博幸嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ４９０－ ８ 〃 ハナ ３．７�
２３ アルマトゥーラ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４５６－ ２２：２１．６� ５．７�
６１１ ナンヨードリーム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一中村 �也氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ４２：２１．９２ ２８．９�
２２ オペラオーカン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４７２－ ４ 〃 ハナ １２．２�
４６ メイショウツチヤマ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ６２：２２．７５ １６．５	
５９ シンボリアミアン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 ５２６± ０ 〃 アタマ １４８．５

５８ カシマパステル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４３４－１４２：２３．２３ ５０．６�
８１４ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 B４４４－ ２２：２３．３� ３２．６�
１１ ブライトベイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩染谷 幸雄氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド ４７８－ ４２：２３．４クビ ８０．５
３４ セレビュタント 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 小島牧場 ４１４± ０２：２３．７１� １２．８�
４７ ジュニアレジデント 牡３栗 ５６ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６４＋１２２：２４．１２� ６７．８�
８１５ キタサンオトコミチ 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真�大野商事 成島 英春 新ひだか 山野牧場 ４５８＋１２２：２４．５２� ２２５．８�
７１３ ドリームプロメテル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 大狩部牧場 ５２６－ ４２：２９．５大差 ６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６８３，７００円 複勝： ３２，２２０，２００円 枠連： ２２，６３９，５００円

普通馬連： ７１，９１９，１００円 馬単： ４８，１１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３１７，４００円

３連複： ８４，９９７，６００円 ３連単： １２８，０７２，６００円 計： ４３３，９６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７８０円 複 勝 � ９１０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（６－７） ２，０１０円

普通馬連 �� ９，０１０円 馬 単 �� ３１，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� ２，９２０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １３，１７０円 ３ 連 単 ��� １５０，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６８３７ 的中 � ３４１４（１０番人気）
複勝票数 計 ３２２２０２ 的中 � ６１９０（１０番人気）� ８２８２７（１番人気）� ４６９８７（２番人気）
枠連票数 計 ２２６３９５ 的中 （６－７） ８３４５（６番人気）
普通馬連票数 計 ７１９１９１ 的中 �� ５８９３（２７番人気）
馬単票数 計 ４８１１１０ 的中 �� １１１７（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３１７４ 的中 �� ３０５６（２４番人気）�� １９８４（３３番人気）�� １８８７５（２番人気）
３連複票数 計 ８４９９７６ 的中 ��� ４７６６（４０番人気）
３連単票数 計１２８０７２６ 的中 ��� ６２８（４０６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．８―１３．４―１３．９―１３．１―１３．２―１２．６―１２．３―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２４．１―３６．９―５０．３―１：０４．２―１：１７．３―１：３０．５―１：４３．１―１：５５．４―２：０８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．３
１
３
１，２（５，６）（３，１４）（７，１２）（４，８）（９，１５）１０－（１１，１３）・（１，２）（５，６）（３，１４）（４，１２）（１０，７，８，９）（１１，１５）＝１３

２
４

・（１，２）６（５，１４）３（４，７，１２）（８，９，１５）１０－１１，１３・（１，２）（５，６）（３，１２）（４，１０）９（１１，１４）（７，８）－１５＝１３
勝馬の
紹 介

�ノーザンリバイブ �
�
父 Galileo �

�
母父 Bellotto 初出走

２００７．２．９生 牡３黒鹿 母 My Brightia 母母 Grey Twig １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔その他〕 ドリームプロメテル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 ディアナムラ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 セイントセージ号・ネオサクセス号
（非抽選馬） ３頭 アバディ号・サークルステージ号・パワーショウ号



０５０４２ ３月７日 雨 重 （２２中山２）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２３ クラックシード 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２ ―１：３８．３ ７．０�

６１２ トレノエンジェル 牝３栗 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４９８ ―１：３８．５１� ４．６�
７１４ アラマササンデー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４８０ ―１：３９．１３� ３９．２�
２４ アロンジェルブラ 牝３栗 ５４ 池添 謙一丸山 担氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４４４ ―１：３９．２� １８．６�
４８ シセイオウジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６ ―１：３９．３クビ １３．９�
１２ アドマイヤメイサン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４１８ ―１：３９．６１� ２５．４�

（アドマイヤラック）

６１１ バトルドミナ 牝３鹿 ５４ 武 豊宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 杉山 義行 ４５０ ―１：３９．８１� ９．８	
３６ ハイスピードバトル 牡３栗 ５６ 吉田 豊 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン ５２０ ― 〃 クビ ６１．１

３５ オヘソノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝小池 宗人氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 ４７２ ―１：４０．１１� ３．４�
７１３ メイシャイン 牝３青鹿５４ 田中 勝春千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：４０．３１� ７．１�
５１０ クイーンズガーデン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４５６ ―１：４０．４� ２７．６
４７ マイネルホーリー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新ひだか 三石ファーム ４２２ ―１：４２．２大差 ２０．０�
８１５ リワードタルカン 牡３鹿 ５６ 江田 照男宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４７６ ― 〃 アタマ ５０．０�
５９ カホノトップガン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新冠 坂元 芳春 ４１８ ―１：４２．９４ ４７．０�
８１６ ア ヴ ァ ン セ 	３栗 ５６ 内田 博幸安達 允彦氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６８ ―１：４３．１１� ４１．５�
１１ トウカイキララ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 平取 二風谷ファーム ４０４ ―１：４３．２� １７１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２５０，３００円 複勝： ２７，６５１，１００円 枠連： ２４，１８５，１００円

普通馬連： ６５，４４８，０００円 馬単： ４２，８０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５５８，９００円

３連複： ７１，７２４，９００円 ３連単： １０８，２９３，０００円 計： ３８３，９２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ７２０円 枠 連（２－６） ９７０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ４，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ３，６２０円 �� ２，４８０円

３ 連 複 ��� ２１，７６０円 ３ 連 単 ��� １２８，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２５０３ 的中 � ２３９８０（３番人気）
複勝票数 計 ２７６５１１ 的中 � ３０４１８（４番人気）� ４１７８８（２番人気）� ８２４２（１０番人気）
枠連票数 計 ２４１８５１ 的中 （２－６） １８４８８（４番人気）
普通馬連票数 計 ６５４４８０ 的中 �� ２１７９８（７番人気）
馬単票数 計 ４２８０９６ 的中 �� ６６３６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５５８９ 的中 �� ６７１２（７番人気）�� １４９４（４５番人気）�� ２２０８（３０番人気）
３連複票数 計 ７１７２４９ 的中 ��� ２４３３（６９番人気）
３連単票数 計１０８２９３０ 的中 ��� ６２２（３８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１１．９―１２．２―１２．６―１２．６―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３５．７―４７．９―１：００．５―１：１３．１―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．８

３ ・（９，１０，１１）（４，５，８）３－（１４，１２）（６，１３）－２－１６＝（１，７）１５
２
４

・（９，１０）（４，５，８，１１）－（３，１４，１６）－１２，１３，６（１，１５）（２，７）・（１０，１１，８，３）（４，５）－（９，１４，１２）－（６，１３）２＝１６－７－１，１５

勝馬の
紹 介

クラックシード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．５．５生 牝３黒鹿 母 ファビラスキャット 母母 ファビラスラフイン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 マイネルホーリー号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻３分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アイアムノココロ号・アリアン号・アルブネア号・ヴァルガリス号・ヴェロア号・エプソムアリュール号・

キタサンブユーデン号・グラスタイム号・ゴルトブリッツ号・ジェットメジャー号・スープカレー号・
ダークラムロック号・テイエムヒッパシレ号・ナイトアンジェロ号・ヒカルセイザ号・フリークタップ号・
ベストアンサー号・ポリティカルパワー号・ミネルバハーモニー号・レオアビリティ号・ロレーヌ号



０５０４３ ３月７日 雨 不良 （２２中山２）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ ガンマーバースト 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８８± ０１：５２．７ ７．７�

７８ � モエレエンデバー 牡３黒鹿５６ 武 豊中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９０＋ ２ 〃 クビ １２．３�
１１ ノボプロジェクト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ５０２－ ４１：５３．２３ １．８�
８１１ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４± ０１：５３．５１� １９．５�
６７ フェバリットアワー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ４８８＋ ２１：５３．９２� ２９．６�
４４ カ リ バ ー ン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：５４．３２� ６．０	
７９ � ガッツボーイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ６１：５４．５１� ２１．１

３３ ビレッジペガサス 牡３芦 ５６ 蛯名 正義村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４８０± ０１：５４．６クビ ６．７�
６６ カネサスターマイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真笠原 幸六氏 久保田貴士 新冠 中地 義次 ４３６－ ４１：５５．０２� １２５．２�
８１０ ツクバエンジェル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ２１：５５．１� ８３．４
５５ ゼ フ ュ ロ ス 牡３青鹿５６ 柴田 大知�ミルファーム 田島 俊明 新冠 大栄牧場 ４７０－ ４１：５６．１６ ３６９．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，３６２，８００円 複勝： ５４，００１，５００円 枠連： １９，９４０，９００円

普通馬連： ７６，８７７，０００円 馬単： ６５，９６６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２４６，１００円

３連複： ８８，０２４，０００円 ３連単： ２０６，９１６，３００円 計： ５７５，３３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２２０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（２－７） ２，７８０円

普通馬連 �� ４，２２０円 馬 単 �� ８，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ３５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ２９，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３４３６２８ 的中 � ３５２９６（４番人気）
複勝票数 計 ５４００１５ 的中 � ４３３１４（４番人気）� ２９９７２（５番人気）� ２５２４８８（１番人気）
枠連票数 計 １９９４０９ 的中 （２－７） ５３０７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７６８７７０ 的中 �� １３４４７（１４番人気）
馬単票数 計 ６５９６６４ 的中 �� ５７８２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２４６１ 的中 �� ４８７６（１８番人気）�� ２２９５２（３番人気）�� １３７０７（５番人気）
３連複票数 計 ８８０２４０ 的中 ��� ２４２３６（９番人気）
３連単票数 計２０６９１６３ 的中 ��� ５２４０（８８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１２．６―１３．０―１２．４―１２．５―１２．５―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３６．９―４９．９―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．９
１
３
１－２－３，７，４，６，１０（９，８）－５，１１
１－２（７，３）－（４，８）６，１０（９，１１）－５

２
４
１－２－（７，３）－（６，４）－１０，９，８，５，１１
１－２（７，８）－３（６，４，１１）９，１０－５

勝馬の
紹 介

ガンマーバースト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２００９．１１．１ 東京６着

２００７．３．６生 牡３鹿 母 マジェスティックラニア 母母 Crystal Ring ４戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
※ゼフュロス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０５０４４ ３月７日 雨 重 （２２中山２）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２３ ザクリエイション 牡４黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１４＋ ２１：３６．９ ４．３�

１２ シ ー ダ ー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４８０＋３８ 〃 クビ ２５．２�
４７ ミステリアスライト 牡５栗 ５７ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４９８－ ８１：３７．２１� ２．５�
７１４ キングパーフェクト 牡４黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６６＋２０１：３７．３� ５２．３�
７１３ ウエイクアイランド 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４９８－ ８１：３７．４� ７．２�
３６ ベ ス ト ラ ン 牝４黒鹿５５ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４６６＋ ２１：３７．５� ９．３�
３５ トーホウロード 牡４栗 ５７ 池添 謙一東豊物産	 伊藤 大士 三石 前川 正美 ４４８－ ４ 〃 ハナ ３５．９

８１６ ヒルトップシーン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０１：３８．０３ １０．１�
１１ ミスティフォレスト 牝５青鹿５５ 田中 勝春 	グリーンファーム 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：３８．１� ２１．５�
６１１ バックハウス 牡４栗 ５７ 三浦 皇成池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ２０．３
６１２	 ル ー シ エ ン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４２０－３２１：３８．７３� ７８．３�
８１５	 カワキタライジン 牡５鹿 ５７ 的場 勇人川島 吉男氏 伊藤 大士 門別 高澤 俊雄 ４５４－１４１：３９．０１� ５１５．３�
５９ 	 スイートバイカル 牝５鹿 ５５ 江田 照男シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４８２＋１２１：３９．５３ ７３．４�
４８ 	 モ レ タ ニ ア 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹池田 正孝氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７６＋２６１：３９．６� ２２５．０�
５１０	 サクラサライ 牝４鹿 ５５ 小島 太一	さくらコマース小島 太 新冠 川上 悦夫 ４４２－ ６１：４０．１３ １２１．３�
２４ 	 トレノソルーテ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２２＋ ６１：４０．２クビ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，２３４，７００円 複勝： ４３，９７５，３００円 枠連： ２７，３０７，１００円

普通馬連： １０４，７４５，８００円 馬単： ６５，３１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１７８，９００円

３連複： １０７，９３９，９００円 ３連単： １９７，０８６，２００円 計： ６１２，７８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ５５０円 � １４０円 枠 連（１－２） １，８２０円

普通馬連 �� ５，５１０円 馬 単 �� １０，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ２９０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ４７，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３２２３４７ 的中 � ５９２０１（２番人気）
複勝票数 計 ４３９７５３ 的中 � ７２２３８（２番人気）� １４２１２（９番人気）� １１０３２３（１番人気）
枠連票数 計 ２７３０７１ 的中 （１－２） １１１１６（９番人気）
普通馬連票数 計１０４７４５８ 的中 �� １４０３２（１８番人気）
馬単票数 計 ６５３１４３ 的中 �� ４５４３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１７８９ 的中 �� ５０６７（１８番人気）�� ３４１７９（１番人気）�� ６５５７（１４番人気）
３連複票数 計１０７９３９９ 的中 ��� １５５１９（１４番人気）
３連単票数 計１９７０８６２ 的中 ��� ３０８６（１３５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１１．５―１１．９―１２．３―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．９―３５．４―４７．３―５９．６―１：１２．１―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．３

３ ６，１４（３，１６）５（２，１０）８（７，４，１３）（１，１５）（１１，１２，９）
２
４

・（６，１４）３（５，１０，１６）８（２，４，１３，１５）９，７（１，１２）１１
６，１４，３（５，１６）（２，７，１０）８（１１，１３）（４，１，１５）１２，９

勝馬の
紹 介

ザクリエイション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．３．１ 中山４着

２００６．５．１１生 牡４黒鹿 母 ロイヤルフラッシュ 母母 ロイヤルコスマー ９戦２勝 賞金 ２１，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グレイスフルソング号・サマーアクトレス号・ドリームゲイル号



０５０４５ ３月７日 雨 重 （２２中山２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

と み さ と

富 里 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．３．７以降２２．２．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１２ イケドラゴン 牡５栗 ５５ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４０＋ ４１：５２．５ ７．４�

１１ シングンレジェンド 牡４鹿 ５４ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １０．１�
２４ キッズアプローズ 牡４鹿 ５５ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２ 〃 アタマ ４．２�
８１６ トーセンオーパス 牡４鹿 ５３ 三浦 皇成島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：５２．９２� ２７．１�
４７ パルエクスプレス 牡８黒鹿５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム B５１４＋２６１：５３．０クビ １５２．１�
４８ ノーフォークパイン 牡６鹿 ５３ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋ ４１：５３．２１� ５９．１	

５９ イイデエース 牝４鹿 ５２ 松岡 正海 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４４８－ ８１：５３．５１� ９．５

７１４ アマミスウィフト 牡６鹿 ５３ 北村 宏司鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５６± ０ 〃 クビ ３６．３�
６１２	 グランドカラー 牡６鹿 ５４ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 門別 高山 博 ５３８＋１０１：５３．６クビ １１．４�
３６ テントゥワン 牡７黒鹿５０ 柄崎 将寿宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３４－ ２１：５３．７� ６３．４
７１３ クリノラブゴールド 牡６鹿 ５１ 伊藤 工真栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 B４８６＋ ２１：５３．９１� １４５．７�
５１０ タイキジャガー 牡４鹿 ５４ 藤田 伸二�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４± ０１：５４．１１� ５．５�
２３ ビルトミーアップ 牝５鹿 ５１ 武士沢友治飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７６＋ ８ 〃 ハナ ８．１�
８１５ ブレイクナイン 牡４黒鹿５６ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ ６．１�
３５ ダンシングボーイ 牡７鹿 ５３ 勝浦 正樹伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４８４＋ ４１：５４．４２ １３５．１�
６１１ リネンフィールド 牝６栗 ５２ 的場 勇人戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ５０２－ ２１：５４．６１ ２０９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，９３４，９００円 複勝： ４４，９５５，３００円 枠連： ３９，９１６，１００円

普通馬連： １５３，７７８，２００円 馬単： ８４，５７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，０９７，８００円

３連複： １６０，８２６，３００円 ３連単： ２８０，７４７，６００円 計： ８３５，８３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（１－１） ３，７２０円

普通馬連 �� ３，５８０円 馬 単 �� ６，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ７８０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� ３８，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２９９３４９ 的中 � ３２２４２（４番人気）
複勝票数 計 ４４９５５３ 的中 � ５０２６０（４番人気）� ３９１６３（６番人気）� ６９２１７（１番人気）
枠連票数 計 ３９９１６１ 的中 （１－１） ７９１９（１３番人気）
普通馬連票数 計１５３７７８２ 的中 �� ３１７４４（２２番人気）
馬単票数 計 ８４５７５０ 的中 �� ９７８０（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１０９７８ 的中 �� ８８４４（２１番人気）�� １３２６７（７番人気）�� １０４８４（１２番人気）
３連複票数 計１６０８２６３ 的中 ��� ２１３４９（１８番人気）
３連単票数 計２８０７４７６ 的中 ��� ５３１５（１５０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．８―１２．７―１２．７―１２．８―１２．５―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．４―５０．１―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．１―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．９
１
３
４（１，５，１０）３，１５（２，１１，１３）１６（７，８，９）１２，６－１４・（４，５）１０（１，３，１５）（２，１１，１２）１３（７，８，１６）１４（６，９）

２
４

・（４，５）１０（１，３）（２，１５）（１１，１３）７（８，１６，１２）（６，９）１４・（４，５，１０）（１，３，１５）（２，１２）（１１，１３，１６）（７，８）（９，１４）６
勝馬の
紹 介

イケドラゴン �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．２．１７ 東京７着

２００５．３．２０生 牡５栗 母 キクカフローラル 母母 サヤマジヨー １９戦４勝 賞金 ４５，８８５，０００円



０５０４６ ３月７日 雨 不良 （２２中山２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�ブラッドストーンステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．３．７以降２２．２．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ ストレートイン 牡４鹿 ５５ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０２－１０１：０９．８ １４．３�

７１３ ファイナルスコアー 牡５栗 ５７．５ 後藤 浩輝 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 ハナ ５．１�
２３ � カフェレジェンド 牡５青鹿５５ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２２± ０１：０９．９� １７．９�
１２ � フミノパシフィック 牡５栗 ５４ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ２６．７�
２４ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５０４－ ２１：１０．０クビ ６．３�
１１ スリーアリスト 牡５栗 ５７ 武 豊永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９０－ ８１：１０．１� ５．８	
８１６ ジェイケイボストン 	７黒鹿５５ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５３０＋１０１：１０．３� ２４．２

６１１ ダノンブライアン 	６鹿 ５６ 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１６± ０１：１０．４
 １１．５�
８１５ ダイワプリベール 牡４鹿 ５４ 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６８± ０１：１０．５
 １７．８�
５９ ドリームクラウン 牡５栗 ５６ 横山 典弘セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１０－ ４１：１０．６クビ ４．７
３６ リボンノキシ 牝６青 ５０ 柴田 大知森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４７４＋１４ 〃 ハナ ７３．９�
４７ � ヒシアカデミー 牡４青鹿５６ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５０６－ ２ 〃 ハナ ９．６�
４８ コンティネント 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ８ 〃 アタマ ６０．８�
３５ メイショウイッキ 牡５鹿 ５５ 田中 勝春松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６８－ ８１：１０．８１� ３４．０�
５１０ スパーブスピリット 	７鹿 ５３ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７４＋ ２１：１０．９� １５６．６�
７１４ ダンディーズケア 牡７鹿 ５５ 木幡 初広臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：１１．８５ ２４９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，５９２，１００円 複勝： ７４，６８７，８００円 枠連： ５１，２９２，１００円

普通馬連： ２３２，５１３，７００円 馬単： １２０，４１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，３０８，９００円

３連複： ２５０，５４８，２００円 ３連単： ４４３，９８６，２００円 計： １，２８５，３４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３９０円 � ２００円 � ５７０円 枠 連（６－７） １，５８０円

普通馬連 �� ３，３５０円 馬 単 �� ７，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ２，７８０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ２３，５５０円 ３ 連 単 ��� １３１，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４６５９２１ 的中 � ２５８２０（７番人気）
複勝票数 計 ７４６８７８ 的中 � ４７７１８（７番人気）� １２５１８６（１番人気）� ２９７７４（１０番人気）
枠連票数 計 ５１２９２１ 的中 （６－７） ２４０５９（７番人気）
普通馬連票数 計２３２５１３７ 的中 �� ５１２８５（１４番人気）
馬単票数 計１２０４１２８ 的中 �� １１８６６（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５３０８９ 的中 �� １４３５６（１１番人気）�� ５６９５（３９番人気）�� ８６１５（２５番人気）
３連複票数 計２５０５４８２ 的中 ��� ７８５４（９２番人気）
３連単票数 計４４３９８６２ 的中 ��� ２４９４（４６５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．８―１１．７―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．２―４４．９―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．６
３ ６（７，１２，１６）（２，３）（１３，１４）（８，９）１０－１１－（４，１，１５）－５ ４ ６（７，１２，１６）（２，３）１３（８，９，１４）１０，１１，１，４，１５－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストレートイン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００８．１０．１８ 東京５着

２００６．３．７生 牡４鹿 母 レザーバンダム 母母 Fair Advantage １５戦４勝 賞金 ６１，７５５，０００円



０５０４７ ３月７日 雨 重 （２２中山２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第４７回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，００８，０００円 ２８８，０００円 １４４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ ヴィクトワールピサ 牡３黒鹿５６ 武 豊市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１０－ ８２：０６．１ １．７�

３３ � エイシンアポロン 牡３栗 ５６ 池添 謙一平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５００＋ ４２：０６．２� ５．４�

２２ ダイワファルコン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５０２－１０２：０６．５１� ２５．３�
７１１ ダイワバーバリアン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋ ２２：０６．６� ２２．３�
７１０ コスモヘレノス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０２－ ４２：０７．２３� ２７．１�
５７ ベストブルーム 牡３鹿 ５６ 高田 潤横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４４８－ ２ 〃 クビ ２２９．６�
５６ トーセンアレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 	哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ １８．３

４５ マコトヴォイジャー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 B５０２－ ８ 〃 ハナ １６７．０�
４４ � ミッションモード 牡３栗 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４７８＋ ２２：０７．４１ １０．３�
８１２	 ビ ッ グ バ ン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５０２＋ ２２：０７．５� ８０．３
８１３ アドマイヤテンクウ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１２－２０２：０７．８２ ７．６�
６９ スマートジェネシス 牡３青鹿５６ 松岡 正海大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７０－ ４２：０７．９� ８９．９�
６８ アースステップ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５００± ０２：０９．０７ ４５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１４，１１４，６００円 複勝： ３６３，７３４，９００円 枠連： １６８，５００，９００円

普通馬連： ９２３，３９６，０００円 馬単： ６６６，９５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４７，２０５，７００円

３連複： １，０８７，２７８，８００円 ３連単： ２，９８３，８７０，８００円 計： ６，６５５，０５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（１－３） ４１０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５７０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ５，０５０円

票 数

単勝票数 計２１４１１４６ 的中 � １０４４９２６（１番人気）
複勝票数 計３６３７３４９ 的中 � ２０９７９８４（１番人気）� ４２４３７９（２番人気）� １１８７３０（６番人気）
枠連票数 計１６８５００９ 的中 （１－３） ３０９２７０（１番人気）
普通馬連票数 計９２３３９６０ 的中 �� １７１１９０１（１番人気）
馬単票数 計６６６９５６１ 的中 �� ８３２０９９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４７２０５７ 的中 �� ３８８２３３（１番人気）�� ９６４４１（５番人気）�� ４５６１３（１４番人気）
３連複票数 計１０８７２７８８ 的中 ��� ３９９３３９（５番人気）
３連単票数 計２９８３８７０８ 的中 ��� ４３６７８５（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．７―１３．５―１３．０―１３．０―１２．７―１２．５―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３７．１―５０．６―１：０３．６―１：１６．６―１：２９．３―１：４１．８―１：５３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．８
１
３
７，９（３，５，１０）（１，１３）（２，８）１１（４，１２）－６
７（９，１０）（３，５，１３）（１，８，１１）４（２，１２）６

２
４
７（３，９）１０（１，５）１３（２，８）１１，４，１２，６・（７，９）１０（３，５，１３，１１，１２）（１，４，８）（２，６）

勝馬の
紹 介

ヴィクトワールピサ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１０．２５ 京都２着

２００７．３．３１生 牡３黒鹿 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky ５戦４勝 賞金 １１１，５５７，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりヴィクトワールピサ号・エイシンアポロン号・ダイワファルコン号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。



０５０４８ ３月７日 雨 不良 （２２中山２）第４日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ エーブダッチマン 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７４－ ６１：１０．２ ２．０�

６１２ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２８－ ２ 〃 クビ ５．１�

３５ ケイアイスウォード 牡５芦 ５７ 武士沢友治 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 B５３６－ ２１：１０．７３ ５１．７�
５９ ゴールドエンデバー 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ５００－ ２１：１０．８クビ １４．８�
７１４ サルバドールアスカ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ９．５�
４７ ホワイトヴェール 牝６芦 ５５ 吉田 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４６０－ ２１：１０．９クビ ２３．３�
８１５ ラヴリードリーム 牝４青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４５０± ０ 〃 クビ ２５．１	
１２ ドリームシャドウ 牡５芦 ５７ 石橋 脩セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５２２± ０１：１１．０クビ １６２．４

１１ モアザンストーム 牡４青鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８４＋１２１：１１．１� ６０．７�
５１０ アーリーアメリカン 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ６．２
４８ グレイスフルムーヴ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５２－ ２１：１１．２クビ ３６．１�
７１３ エイコオミリオン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B４７６－１０１：１１．３� ４１．３�
８１６ エンシャントアーツ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４８０－ ２１：１１．４クビ ９２．４�
３６ ケイアイモーガン 牡５栗 ５７ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７８± ０１：１１．６１� １８８．６�
６１１ ザシークレット 牡５芦 ５７ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５４４＋ ４１：１１．７� ４０．１�
２４ シュンカジョウ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５８＋ ４１：１２．０２ ７７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６７，９１３，０００円 複勝： ８７，３４５，５００円 枠連： ６６，９２７，２００円

普通馬連： ２４４，１７４，４００円 馬単： １５７，６６８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，０４４，７００円

３連複： ２８７，９１０，５００円 ３連単： ６０２，２７８，３００円 計： １，５９１，２６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ６５０円 枠 連（２－６） ５８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，４４０円 �� ３，７７０円

３ 連 複 ��� ９，４４０円 ３ 連 単 ��� ３０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ６７９１３０ 的中 � ２６９４０１（１番人気）
複勝票数 計 ８７３４５５ 的中 � ２９６３２８（１番人気）� １０６４４９（３番人気）� ２２０４８（９番人気）
枠連票数 計 ６６９２７２ 的中 （２－６） ８６１４７（２番人気）
普通馬連票数 計２４４１７４４ 的中 �� ２７５０２３（２番人気）
馬単票数 計１５７６６８８ 的中 �� １１７０３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７０４４７ 的中 �� ７８２８７（２番人気）�� １２１７０（１６番人気）�� ４５０４（３５番人気）
３連複票数 計２８７９１０５ 的中 ��� ２２５３２（３０番人気）
３連単票数 計６０２２７８３ 的中 ��� １４４４１（７８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．９―１１．６―１１．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．３―４４．９―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．９
３ ・（３，１３）１６，１５（４，１２，１１）（５，８，１０，１４）１（６，７，９）２ ４ ・（３，１３）－１５（４，１２，１６）（５，１０，１４）（１，８，１１，９）（２，６，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーブダッチマン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．９ 新潟２着

２００６．３．４生 牡４栗 母 フェルメールブルー 母母 ノースフライト １０戦３勝 賞金 ３６，５８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラオムフェーレ号



（２２中山２）第４日 ３月７日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９１，１５０，０００円
２，１３０，０００円
１２，６６０，０００円
２，５２０，０００円
２９，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，４３９，０００円
５，３５３，２００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
５４３，４８０，９００円
８４１，８９３，１００円
４９８，３０９，２００円
２，１１１，５７０，１００円
１，４２３，１４４，２００円
６３２，４７０，３００円
２，４２６，９９２，９００円
５，４２１，６４６，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３，８９９，５０６，８００円

総入場人員 ２８，１３２名 （有料入場人員 ２５，４６４名）




